
応募者 千代むすび酒造株式会社 

１．活動名 ウイスキー製造による副産物を１００％再利用 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

今まで１００％廃棄していた、ウイスキー製造後の麦芽粕（ばくがかす）を１００％再利用することが目的

です。持続可能な社会の実現に繋がると思います。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

① 実施期間・・・年間を通して、麦芽粕が発生するので、通年、半永久的に続きます。 

② 対象・・・島根県雲南市企業の「株式会社熟豊ファーム」さんが１００％引き取り、和牛の餌へのブレ

ンドとして利用。 

③ 実施場所・・・副産物である麦芽粕発生場所は、千代むすび酒造。再利用の場所は、島根県雲南

市の熟豊ファーム様。 

④ 活動概要・・・千代むすび酒造は、2021 年 1 月にウイスキー製造免許を取得し、以後ウイスキー製

造を行ってきました。糖化発酵後に副産物として「麦芽粕」が発生しますが、使い道がないこと、日

にちの経過で腐敗が進むことから、今までは処分代金を支払い、１００％廃棄をしていました。何

か再利用方法はないかと取引銀行に相談したところ、島根県雲南市企業の「株式会社熟豊ファー

ム」様と出会いました。こちらでは和牛の肥育を行っており、麦芽粕に含まれる栄養成分バランス

が非常に良いと評価をいただき、今では麦芽粕発生時に１００％お引き取りいただき、翌日にはブ

レンド飼料として和牛の餌に使用いただいています。買い手もお喜びになること、また廃棄せずに

再利用していることから意義深いものであると感じています。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

① モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

副産物の再利用は、売り手も買い手も喜んで初めて成立します。今回の事例では、麦芽粕の引き取り価格

や引き渡し時期など、相手（買い手）にとって最適な条件を話し合い、提示したことが成功に繋がりました。 

② ネットワー

ク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

取引銀行である山陰合同銀行内の社内ネットワーク「本部・支店間の情報連絡機能」を活用し、各支店の担

当者の方がご自身のお取引先で、麦芽粕の再利用ニーズが無いか、ヒアリングしていただき、今回の事例

に繋がりました。地域で信頼のおける機関様からのピンポイントでニーズの合ったご紹介に感謝していま

す。 

③ 包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

誰一人取り残さないという観点では、何一つ無駄にしないという考え方に繋がると認識しており、この事例に

ある１００％廃棄していたものを１００％再利用することは大変意義深いものであると思料します。 

⑤ 統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

和牛の肥育には毎日同じバランスの栄養分を含んだ餌などが重要と言われており、求める栄養バランスに

近い「麦芽粕」は本当に喜ばれており、売り手、買い手が Win-Win となる関係を構築できている。 

⑥ 継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

2021年よりウイスキー製造を開始し、毎年一定量のウイスキーの製造を計画しています。製造が続く限り、副

産物である「麦芽粕」は発生しますので、本事例は今後も継続していきます。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

千代むすび酒造は日本酒のみならず、焼酎、リキュール、ジン、ウォッカ、ウイスキー、ノンアルコール糀甘酒など発酵商品の

事業領域の中で、幅広い商品ラインナップを製造しています。その中で、日本酒、焼酎、ジン、ウイスキーなどの製造工程に

おいて酒粕、焼酎粕、ジンのボタニカル粕、ウイスキー麦芽粕などの副産物が発生しており、副産物の有効利用、再利用は

永遠のテーマとなっています。今後もその観点から、様々な方、団体との連携を模索していきます。 

 



応募者 大成工業株式会社 

１．活動名 インド国環境配慮型汚水処理施設の導入にかかる普及・実証事業 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

インドでは今も約６億人が屋外排泄をしており、汚水の適正処理が不十分なため土壌や公共用水域の水質

汚染の拡大や下痢症等の健康被害が発生している。当社が開発し日本国内 550 カ所以上に実績のある無

電源・無放流で効率性の高い排水処理技術を用い、インドの衛生環境の改善、市民の衛生意識向上、女性

の雇用創出への貢献を目的としている。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

①実施期間 2018 年 4 月より現在 

②参加人数 ４名 

③インド国デリー、ムザファルナガル市、バラナシ市 

④JICA、米子市、その他コンサルタント３社とインドの現地NPO法人TARAの協力を得て、2020年にはムザ

ファルナガル市の大学寮と、バラナシ市の公衆トイレに汚水処理施設を設置した。現在コロナの鎮静化を待

って、水質のモニタリング調査を行っている。 

また、今年７月には首都デリーにショーケースプラントを設置。今後はコロナの状況を踏まえながらショーケ

ースプラントを活用した現地セミナーを開催する予定。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

当事業は JICA の中小企業海外展開支援普及実証事業を活用しており、高い技術力、商品力を持った中小

企業の海外展開のモデルとなり、2021 年東京国際フォーラムで開催された外務省のグローバルフェスタで

事例報告を行った。同じく JICA 事業により海外展開をしようとする山陰の企業に、外部委託企業として協力

している。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

JICA、特にインドへの事業に精通したコンサルタント、インド国内でスタートアップ事業を支援するNPO法人

の協力を得ている。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

当社製品は特に下水の普及していない場所、また電力の届かない場所に使用できるものであり、誰一人取

り残さないという SDGs の理念に通じるものである。 

また施設を構築する際には、現地で入手可能な資材を探し、現地の工法を積極的に用いる工夫をしてい

る。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

汚水処理は生活の根底にあり、衛生教育、乳幼児の死亡率、女性の社会進出等、経済・社会・環境の全て

に関係するものである。当社の汚水処理は維持管理も容易であるため、管理技術の無い地域にも普及・持

続可能な施設である。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

JICA の支援事業は来年６月までの予定。その後は現地 NPO 法人と共にインド国内への普及を行う。 

JETRO の活用も検討している。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

当社の汚水処理は 1983 年に販売を開始し、国内で 550 カ所の実績を持ち、環境省の環境技術実証事業となっている。元々

は山岳トイレや下水の無い地域がターゲットであったが、無動力無放流である特徴や、維持管理の容易さから高速道路の

IC、ダムの管理棟に多くの実績がある。この技術は途上国の特に農村地域にも活用できる技術である。 

今年 8 月にはインドの現状を知りたいと連絡してきた埼玉大学教育学部の教授と学生に現状を報告、デリーでの現地視察の

際にはパートナーである現地 NPO 法人が学生を受け入れ、教授から感謝のメールを頂いた。 

今年 9 月には東洋大学においてビルゲイツ財団にプレゼンする機会も得ることが出来た。 

 



応募者 三朝館 

１．活動名 三朝館の浴育授業 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

温泉(お風呂)はコミュニケーションを上げる重要な場所です。家庭では親子､公共では様々な人と触れ

合います。小さい頃から入浴マナーを学ぶことにより礼儀・マナーアップを育む場を作ります。 

そしてこの活動を通じて地元に興味や関心を持ち､全国でも有数の温泉地として知られる三朝温泉に

専門性ある人材が地元に根付き持続的に活動できるよう期待しております。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

① 2022 年 3 月 13 日/7 月 30 日/8 月 17 日/10 月 16 日の計 4 回実施 (今年より実施した) 

② 対象者：3～小学生 計 54 名(保護者は含まない) 

③ 三朝温泉 三朝館 大浴場他 

④ 三朝温泉の歴史､温泉の入り方(座学)/大浴場の清掃(体験)/修了証を進呈 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

① モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

・三朝温泉の歴史､うんちく､入浴マナーを三朝温泉のアドバイザー資格者【ラジムリエ】が教えます。 

・実際に大浴場の清掃を行ってもらい実体験をしていただく。 

・次回家族で来て頂き家族の思い出造りの為に無料入浴券も進呈。 

 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

・三朝町 

・鳥取県中部の各町の教育委員会 

・鳥取県 SDGｓ課 

・鳥取県中部総合事務所 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

・【4】山陰有数の温泉地三朝温泉の歴史、温泉の入り方を専門のラジムリエが教えます。 

・【8】浴育授業やさまざまな活動を通じて従業員が生涯活躍できるようバックアップしていきます。 

・【11】活動をめがけて若い方や専門性のある人材が地元に根付いてくれることを期待しています。 

 

※【  】 SDGs の目標の番号です。 

⑤ 統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

上記の通りとなりますが、この活動が地域のプレゼンテーションとなり､お客様が楽しみと喜びを感じて頂く場

所に繋がっていると思います。引き続きお客様が『来てよかった』と感じる環境・サービスを提供していき 

その活動により企業が発展し地域に雇用と賑わいを創出し地域の方や自分たちが自慢できる地域になるよ

う持続していきます。 

⑥ 継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

・浴育チームの立上げ 

・毎回アンケートの実施､アンケートを基に改善提案。 

・今後も定期的にイベントを実施していきます(次回は春休み) 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

県内で取り組んでいる温泉地､旅館はまだ無く､今現在は当館のみが行っております。 

そのおかげで､各メディアにも取り上げて頂き徐々に軌道に乗りつつあります。 

鳥取県は温泉地が多数ある温泉大国でもございます。少しでも多くの方に興味を持ってもらいたいと思います。 

そして持続的に実施していきたいと思います。 

 

《メディア出演情報》 

TV・新聞・ラジオ・町報にて取り上げられました。 

 



応募者 美保テクノス株式会社 

１．活動名 未来につながる BIM プロジェクト 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

建築物の品質や性能の向上及び業務効率の改善と建築ビジネスの変革を目的としています。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

弊社が SPC（特別目的会社）の代表である PFI 事業、鳥取県西部総合事務所新棟・米子市

役所糀町庁 舎整備等事業建設工事（工期 2022/06/01～2023/12/31）及び美保テクノス株式会社

本社屋新築工事（工 期 2022/06/20～2023/05/31）において、フルBIM を採用しています。「フ

ルBIM」とは、意匠、構造、設備の モデルを統合したモデルになります。BIM モデルで干渉

などを避け、施工上の問題などを解決してから図 面を作成し、手戻りのない施工を行うことで

す。設計・施工での BIM 活用はもちろんのこと維持管理段階で BIM を活用することで、円

滑な建物運用や物件の長寿命化を実現する建物ライフサイクルマネジメントが可 能となりライ

フサイクルコストの最適化、資源やエネルギー消費・環境負荷の最小化、障害や災害のリスクの 

最小化が実現し、二酸化炭素排出量削減も可能となり、地球温暖化に大きく貢献しています。 現

在、BIM ソフトの Revit 向け支援パッケージ『BooT・one』を提供する応用技術株式会社（大

阪市）と業 務提携を結び、今後、地方建設会社においても BIM 活用ができるよう低コストで

シンプルに BIM を導入で きる新たなパッケージツール開発・提供を目指しています。 また、

国立大学法人鳥取大学で学生が運営する団体『ツナガルドボク』が主催する Revit による BIM 

設 計コンペに協賛し取り組みを後押しするなど、次世代育成にも力を入れています。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

① モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

鳥取県が実施する PFI 事業で県内事業者が SPC の代表を務めるのは初の試みであり、国土交通省 

21 年 度の BIM を活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化モデル事業として採択されました。

また、同PFI 事 業は国の BIM 導入検証モデル事業にも採択されています。  

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

がいな SSJ パートナーズ株式会社（構成企業：株式会社さんびる（島根県） 山陰酸素工業株式会 社

（鳥取県） ダイキン HVAC ソリューション中四国株式会社（広島県） 株式会社桑本建築設計事 務

所（鳥取県） 株式会社平設計（鳥取県） 協力企業：有限会社亀山設計（鳥取県） 大和リース株 式

会社（大阪府））, 応用技術株式会社,鳥取大学, 熊本大学,広島工業大学 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

地方建設会社全体の生産性の向上や建設業自体の魅力化を目的として、低コストでシンプルな BIM 

パッケ ージツールの開発をし 2023 年度の提供を目指しています。 

① 統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

BIM を活用することで単なる設計施工時の生産性の向上のみならず、建物ライフサイクルマネジメ

ントが可 能となりライフサイクルコストの最適化すると同時に温室効果ガスの削減や環境負荷の低

減にもつながって います。 

② 継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

弊社は経営戦略として BIM を取り入れており、“デジタルツールは投資でなく、経費の扱い”という

考えのもと、社員からの要望に応じて適宜ライセンスやシステム、設備の拡充を行っています。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

BIM 戦略部という専門の部署を立ち上げ組織的に推進しています。部員を講師とし、独自のマニュアルを用いた最

大 10 日間、80 時間に及ぶ社内教育も実施しています。 西部総合PFI 事業では、地域の設計業者を束ねたフル BIM 

モデル構築と地方ゼネコンにおける BIM 規格の有効性確 認及び効果検証を実施し、設計段階から設計事務所と弊

社が BIM を使って連携することで生産性の向上を図るのに加 えて、BIM 360 によるワークシェアとフルBIM によ

る各社のメリットの明確化や理解、共有を行っています。自社ビル新築 工事の設計には熊本大学や広島工業大学も参

加し、リフレッシュルームや応接室などに、そのデザインが活用されま す。BIM の活用は今まで設計と施工の間で

起きていた連携不足の解消にも役立っている他、BIM を通じた新たなパー トナシップも構築され、建設業の未来に

つながっています。 



応募者 株式会社山陰放送 

１．活動名 BSS×SDGｓ～さんいんＳＤＧｓ共創プロジェクト～親子で学ぼう！海と森の教室 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

山陰放送による情報発信と、知の拠点である大学、SDGｓに取り組む地域の様々な企業や団体が一体

となることによるＳＤＧｓの取組みの推進と拡散力により、持続可能な地域づくりの実現を目指す。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

① 海の教室 2022 年 11 月 3 日   森の教室 11 月 5 日 

② 海の教室 57 名参加        森の教室 72 名参加 

③ 海の教室 島根県島根町     森の教室 鳥取県伯耆町 にて実施。 

④ 海の教室 日本ではとても珍しいナチュラルシェルビーチである島根県島根町の小波海岸にて自

然環境と生物の生態に触れ、実感し学ぶことで海の豊かさについて考え、行動するきっかけ作り

を行った。イベントの最後には海岸清掃も行った。 

森の教室 大山の森を使った森林保全活動を通して、自然を感じながら陸の豊さを守る大切さに

ついて考え、行動するきっかけ作りを行った。 

運営は、共創パートナー企業と鳥取大学と島根大学の学生がサポートした。いずれの教室でも

SDGｓを専門とする大学教授によるＳＤＧｓの講義を実施し、頭と五感を使って SDGｓを学ぶ機会を

提供した。募集対象は、鳥取県と島根県両県の方。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

SDGｓの地球規模の取り組みは、1 社で取り組むよりもＳＤＧｓ達成への想いを同じくする企業・団体などが一

緒に取り組むことにより、地域を巻き込むうねりを生み出し易いという観点からパートナー関係を築き、共創

プログラムとして共に活動を行った。 

⑤ ネットワー

ク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

共創プロジェクトとして、ＳＤＧｓを推進する企業と、知の拠点である大学へパートナー参加を呼びかけ、山陰

合同銀行、鳥取銀行、積水ハウス山陰支店、さんびる、日本たばこ産業、鳥取大学、島根大学が取り組みに

賛同。また共創プロジェクトのイベントの実施については島根県島根町の海の楽校、鳥取県の NPO 法人と

っとり希望化計画 21、日野森林組合の協力を得てＳＤＧｓイベントを実施。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

親子向けのイベントではあったが、大人の参加も受付け、学生や大人同士の参加もあった。またラジオ中継

やテレビニュース、テレビ番組を使ってイベント内容を報告する事で山陰地区すべての方にＳＤＧｓの理解と

個々でもできる身近な取り組みを広めようと努力した。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

企画自体を、共創パートナーで検討し運営したことでゴール 17，「パートナーシップで目標を達成」を目指し

た。海と森を使った教室では、陸と海と空のつながりを理解するように努め、ゴール 13.14.15 に注力すること

で、地域の魅力の再発見に繋げ、ゴール 11 の押し上げも狙った。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

パートナー企業は、財源の提供と運営のサポートを行い、大学はＳＤＧｓに関する情報の提供、イベント内で

の授業の開催、運営のサポートを行った。BSS は情報発信と財源の提供、イベントの運営、広報を担った。

またそれぞれのパートナー企業がそれぞれの企業が行っている SDGｓの取り組みを紹介し合い、参考にし

合うとともに、共創できる活動案を共同で考え今後も実行に移していく予定。また、今回の活動の問題点を

パートナー間で検証すると共に、一般の参加者からのアンケート結果を参考にして、幅広い視点から活動を

見直し、次回の活動の運営に生かしていく予定。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 
PR に関しては、BSS のＴＶCM,ＲＡＤＩＯCM、Twitter、FB、公式インスタグラム、アナウンサーインスタグラム、アプリを使用し

た。パートナー企業は、自社の窓口のデジタルサイネージや社内へポスター掲載、伯耆町内の小・中学校へチラシを配布、

とっとり SDGｓパートナーへの情報の投げ込み、米子市内の一部の小学校にてチラシ掲載、米子市内の企業へのポスター配

布、米子市児童館でのチラシ配布、島根県松江市の一部の小学校にてチラシ配布。当社の設定した SDGsWEEK

（10/31-11/6）に併せて自社と参加企業の取り組みをラジオやテレビで紹介する事で共創社の SDGｓの取組の浸透を図っ

た。イベント後には、テレビ番組、ラジオ番組でイベントの模様を取り上げ、取組の広い浸透を狙った。 



応募者 株式会社門永水産 

１．活動名 ＳＤＧｓ達成にむけた経営イノベーション ～安くて美味しくて安全な食品の提供継続～ 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

・水産物の恵みに感謝しつつ、食の美味しさを追求し、お客様に豊かな食生活と幸福な生活をお届け

します。 

・地元学生の採用、工場見学の受け入れ等を通して地域貢献を継続していきます。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

①実施期間 令和４年５月１日～ ②対象者・参加人数 当社全従業員 ③実施場所 境港本社工場 ④事

業概要  

1）消費者に訴求力のあるカニパッケージライン構築による生産改革 

包装容器を発泡スチロールからポリエチレンへ切り換えた新たなパッケージにし廃棄物削減を推進するな

ど、環境に配慮した事業活動を行い、ゴール 12 をはじめとした SDGs の達成に貢献しています。 
2）インターネット通販の実現・強化による販路のマルチチャネル化 

個人向け商品は、楽天市場、アマゾン、ヤフーショッピング等のネットショッピングモールを活用

して拡販しＷＥＢ上での操作性の向上や当社の魅力が伝わるよう商材写真の撮影など、各モールに

最適化を図り、ゴール8・9をはじめとした SDGs の達成に貢献しています。 
3）健全な企業経営を行っていくためのコーポレートガバナンスを強化 

鳥取県健康づくり宣言企業、鳥取県がん検診推進パートナーに登録し健康経営を実施しています。イ

ンフルエンザ予防接種の職場での実施、心の健康づくり計画など積極的に安全衛生に取り組んでいま

す。鳥取県男女共同参画企業、鳥取県輝く女性活躍パワーアップ企業、イクボス・ファミボス宣言企

業として仕事と家庭の両立を支援しながら女性活躍を推進しています。また、鳥取県家庭教育推進企

業、鳥取県キャリア教育推進協力企業に登録し、地元の学生の職場体験の受入や地元の学校への講師

派遣を行っています。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

発泡スチロールを使用しないことにより廃棄物の削減が可能となり、食品スーパーへの納入などにおいて同業

他社と差別化を図ることができます。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

商工会議所やロータリークラブを通じて地元の中学校での出前講師やワークショップに参加など、将来を担う

子供たちに地元境港の魅力を伝えています。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

従業員が健康で働き続けられるように、鳥取県健康づくり宣言企業等に登録し健康経営を実施していま

す。健康診断の受診率99％、インフルエンザ予防接種の職場実施、心の健康づくり計画など積極的に健康

増進に取り組んでいます。また、イクボス・ファミボス宣言企業として鳥取県知事に表彰していただくな

ど仕事と家庭の両立を支援しながら女性活躍を推進しています。また、境港市男女共同参画推進審議会委員

となりジェンダー平等に貢献しています。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

ここ 3 年で経営環境は一変し事業の再構築が必要となりました。新型コロナウイルスの影響による経営環境の

激変、円安・物価高騰、地球温暖化等課題が山積みとなっています。これらの課題解決のため、①経済の面では

雇用創出、事業再構築を行い、②社会面では地元学生への教育、女性活躍推進、ワークライフバランス推進、③

環境面では、全社LED 化、CO2 削減タイプのボイラーへの更新、脱フロン低炭素型の自然冷媒凍結設備への更

新、フォークリフトの電動化、エネルギーモニターを設置し機器別の使用量の把握、包装資材を発泡スチロール

からポリエチレンに変更し廃棄物削減、カニガラ・魚のヒレの飼料等へのリサイクルを行っています。これらの取り

組みを継続することにより地域を発展させながら事業を継続させていき、SDGｓの達成が可能となります。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

活動を継続していくためには以下のリスクの洗い出しが必要であり、これらのリスクに対して対策を講じていく計

画です。①気候変動②原料調達③海洋汚染④為替⑤知財⑥人財育成⑦コロナ等の感染症⑧品質⑨情報セキ

ュリティ 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

当社は「地域未来牽引企業」として選定されており、事業戦略として積極的な営業活動、設備投資を切れ目なく行い、魚のカット事

業、海外輸出事業でも顧客を開拓し、また新たな柱となる商品を開発し、SDGｓを達成する計画である。 



応募者 株式会社 NEXTMOTION 

１．活動名 過疎地域等における無人航空機(ドローン)を活用した物流実用化事業 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

◆鳥取県ならびに鳥取市は、高齢者の方々がより快適に暮らせるように利便性を高め、同時に行政支

出を抑え、CO2 の削減も実現する手段として、ドローンによる物流の実用化を検討しています。そこ

で、本事業を活用し、その実用性の検証をしながら実用化に向けた計画を策定していきます。◆本事

業を実施することで、ドローン物流の実用化への道筋を明らかにし、現状車両での対応がすべてであ

る一部をドローン配達で置き換えることで、現状比で最大 80%以上の CO2(約 2,700kg/年)削減に繋げ

ていくことを目標とします。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

① R4 年 6 月〜継続中 (第一回実証実験は令和 4 年 10 月 19 日(水)に実施済み) 

② NEXTMOTION 5 名、外部協力 7 名、自治体数名） 

③ 鳥取市役所→徳吉薬局→クラウン球場→Axis バードスタジアム 

④ 株式会社 NEXT MOTION（鳥取市中砂見、代表取締役 西原 徹）は、有限会社徳吉薬局（鳥取市秋

里、代表取締役 徳吉 淳一）、株式会社トルビズオン（福岡市中央区、代表取締役 増本 衛）、エアロ

センス株式会社（東京都文京区、代表取締役社長 佐部 浩太郎）とともに、鳥取県・鳥取市の協力を得

て、千代川河川敷（クラウン球場）から Axis バードスタジアムまで、災害発生による道路寸断を想定し

た、医薬品・防災用品のドローン空路輸送を令和４年 10 月 19 日に実施。また本実験を契機とし、一級

河川上空を軸としたドローン航路網の構築に向け、検討を開始。同時に脱炭素化を進めていきます。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

① モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

実際に起こりうるリスクに沿ったシナリオの作成を行い、デモンストレーションを行うことにより、新たな技術(ド

ローン)の必要性と認知の向上を行いました。また新たなサービスのモデルとして実現に向け航空法の遵守

や医療関係各所との連携を行いました。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

今回の実証実験を行なうにあたり、佐賀県にてドローン飛行(物流)に関して空の道(ソラシェア)というサービ

スを展開されている株式会社トルビズオンよりアドバイスを頂き、医薬品の受け渡しに関しても徳吉薬局様が

計画主体となっていただく事により医学と薬学の見地にも重点を置き細心の注意を払いました。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

この度の実証実験は 2 度の計画となっており、今回(10/19 日)は近距離(5km 以内)にある避難所へ医薬品

配送を行なうケース。次回は遠方(5km 以上の約 10km)中山間地への物流を行なう実証実験となっていま

す。 

⑤ 統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

ドローン物流における Co2 の削減を主な目的としておりますが、高齢化社会による労働人口の減少、中山

間地過疎化による公共交通(路線バス)の廃止などが大きな社会問題となっており、それら多くの問題解決に

向けたドローン事業の展開を行なっています。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

まさに中山間地において少子高齢化が原因となる小学校の廃校が多くなり、廃校跡地をドローンの講習・実

証実験施設として地域資源の有効利活用を行っています。また、今後も実証実験を進め、ドローン配送を事

業化し、県内に多く存在する中山間地域の課題解決を進めていきます。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

今回の実証実感に関する PR 記事         

https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=110389&release_id=1&owner=1  

今回の実証実験に関して作成をした PR 動画 

https://youtu.be/hp85RugAWOY 

 



応募者 株式会社アクシス 

１．活動名 超地域密着型生活プラットフォーム「バード」による鳥取の豊かさ向上および持続可能な社会の構築 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

IT とリアルの融合により、田舎に居住していても利便性や豊かさを享受できること。 

公共施設などを活用して高齢者のオンライン注文を支援、およびコミュニティを醸成すること。 

鳥取の余剰野菜などをマルシェ形式で販売し、こども食堂の支援と地域の資源循環に貢献すること。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

・超地域密着型生活プラットフォーム「バード」：ネットモールの「トリスト」、フードデリバリーの「トリメシ」、調剤

薬配送の「トリメディ」を核とするプラットフォーム 

・Axis のやさい：地域の余剰野菜、規格外野菜を販売し、持続可能な循環型社会を実現する 

①バード：2021 年 6 月～、 Axis のやさい：2020 年 10 月～（冬期を除く月 2 回程度開催） 

②バード：現在は鳥取市、米子市内の約 20 万人が商圏 

Axis のやさい：ボランティア含む毎回 5 名以上がスタッフとして参加（現在まで社内外を含む延 359 人）。 

③バード：オンライン上（一部対面にて株式会社さんびるとの取り組みでさざんか会館での高齢者向け体操

教室ないで買い物体験を実施。） 

 Axisのやさい：マルシェイベントへの出店や、県内の民間企業や団体からの依頼にて出店（例）隼Lab.、鳥

取空港、福祉人材研修センター、Next.ビル等 

④バード：自社で構築したプラットフォーム上に、株式会社サンマートや浜崎酒販株式会社、有限会社フラ

ワーショップヨシダが加盟する、生活用品を配送する「トリスト」、県内の飲食店70店舗以上が加盟するフード

デリバリーサービス「トリメシ」、有限会社徳吉薬局と株式会社イヌイが加盟する、調剤薬配送サービスの「トリ

メディ」を運営。買い物難民や交通難民の方でも便利に生活できるサービスの構築を目指している。 

Axis のやさい：農家にて発生した規格外野菜や余剰野菜、流通ルールから外れた加工品などを取扱い、県

内の農家から仕入れてイベントやマルシェ形式で販売する他、こども食堂に青果（加工品を含む）を寄付。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

バード、Axis のやさいの両サービスともに、自社のみでは実施できないため、県内の他の企業、個人に声掛けを

し、多くのステークホルダーと共にサービスを運営している。自社のみでなく地域全体として取り組みを推進して

いる。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

新サービスのため、バードは前述の企業に対して連携を依頼し実現している。トリメシの加盟店募集にあたっては

県内 300 社以上に連絡し 70 店舗以上の加盟につながっている。Axis のやさいにおいても東部を中心とした農家

20 件以上、および鳥取地域食堂ネットワーク（子ども食堂を統括する団体）とのつながりで食材の寄付を実現して

いる。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

バードは自治体との連携により、ラストワンマイルまでサービスを提供することをビジョンとして掲げている。 

これにより、中山間地域にに居住している人々も豊かで便利な生活をおくることができると考えている。 

また、Axis のやさいではこども食堂への寄付を通じて、豊かな食生活の実現に貢献している。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

バードは、地方で発生している社会的課題（交通難民、買い物難民など）を IT と配送によって解決することを目指

している。いつまでも住み慣れた場所で生活できるよう鳥取発のサービスとして実施している。また、Axis のやさ

いは、見た目や形を理由に廃棄されうる野菜を消費者にお届けすることにより循環型社会の実現に貢献するとと

もに、こども食堂への寄付を通じて心身ともに豊かな社会の実現をする。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

バードは収益力を高めるために、鳥取市内に加えて米子市内をサービスエリアに追加。商圏エリアを拡大すると

共にバード利用の前提となる会員登録者数の増加に注力している。売上の拡大および配送の効率化により市内

中心部のビジネスを成立させるとともに、郡部などは自治体と連携したサービスの提供を目指している。また、Axis

のやさいは、社内外のボランティアを募り開催を実施している。2020 年 10 月からスタートし現在まで通算 43 回を

実施し、毎回 5 名以上のボランティアが運営に参加、地域に人のつながりを構築している。 

その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

「スマートシティ創造企業」を掲げ、企業基盤となる経営の DX 化や再生可能エネルギー、ファシリティネットワーク、地域課題

の解決を目指す IT×リアルを融合したプラットフォームサービス事業を展開。創業より地域貢献に力を入れており、地域に特

化した人材事業、小学生向けの IT スクール事業等にも取り組んでいる。 



   

応募者 氏名 学校法人柳心学園  

１．活動名 フューチャーとっとり奨学金 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

鳥取県の未来を背負って立つ志の高い人材育成のための奨学金 

SDGｓゴール４「質の高い教育をみんなに」の目標達成に向けた貢献施策 

上記コンセプトにご賛同いただけるご協賛企業様（フレンズ企業様）と柳心学園がタッグを組んで、米

子にちなんで 475，000 円を返済不要の奨学金としてお贈りする取り組み 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

 第５回フューチャーとっとり奨学金 

① 応募期間・・2022 年 9 月 12 日（月）～2022 年 10 月 16 日（日） 

授与式・・2022 年 11 月 12 日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

② 対象者・・鳥取県に縁がある方。年齢は、中学生以上で上限なし。前年度の（世帯）所得が一定水

準以下であること（目安として700 万円以下）。鳥取県の未来を「何とかしよう！」、「自分の力で盛り

上げたい！」という方。受賞者の方は奨学金授与式への参加及びメディア等への顔だし OK 必須 

③ 実施場所・・鳥取県全域で募集。 

④ 奨学金の用途・・学びのための費用に限る。学費に限らず、引っ越し費用、留学費用、社会人の

学び直しにも使用可。 

審査方法・・テーマ「鳥取県の未来について」タイトルは自由で自分の鳥取県への思いや、鳥取県

の未来へどのような貢献ができるか、具体的なプランをテキスト、PowerPoint、YouTube のいずれ

かで提出 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

自社だけで運営しているのではなく、地元企業様と一緒に制度を作り上げ、継続的に奨学金の授与をして

いる。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

当学園会長柳谷は、ＳＤＧｓ伝道師として、地元中学生への講演、その他依頼された講演会などで、フュー

チャーとっとり奨学金についても広報。また、フューチャーとっとり奨学金を含む柳心学園のＳＤＧｓの取り組

み及び、地元企業様のＳＤＧｓの取り組み事例を紹介するＳＤＧｓ実践ガイドの著作を出版しました。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

働く人のキャリアが多様化しており、社会人になってから大学や大学院で勉強することも珍しくありません。

そういった社会人の学び直しにも使用できる奨学金制度です。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

フレンズ企業様の販売する商品などを贈呈用等に積極的に購入させていただき、ご寄附いただいた分、地

元の企業様の売上にも貢献できるように取り組んでいます。 

 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

奨学金の財源確保。ご賛同してくださるフレンズ企業様があってこそ継続できる制度。今後も継続的に授与

できるよう、ご協賛企業を増やすことを努力しています。（鳥取県西部のみならず、中部、東部へも広げてい

きたいです。）また、この活動を、地域のイベントとして広めていきたいと考えており、SDGｓの観点から、フレ

ンズ企業様同士の情報交換や取り組みを共有及び宣伝ができる機会を設け、より一層鳥取県のＳＤＧｓ活動

を盛り上げていきたいと考えています。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

＊現在のフレンズ企業様：34 社 

＊第６回フューチャー奨学金について 

◆募集期間：2023.4/24（月）～2023.5/31（水） ◆授与式：2023 年 7 月 1 日（土）ＡＮＡクラウンプラザホテル米子 

 



※2ページ目があります。 

応募者 株式会社エナテクス 

１．活動名 
鳥取県から脱炭素の和を広げよう！ 

「省エネ・創エネで、エネルギー利用の効率化によるカーボンニュートラルな地域
ま ち

づくり」 

２．表彰の対

象となる活動

の目的 

「エナテクスのエネルギーと技術はいきいき次代のために」の経営理念に基づき、限りあるエネルギーを効率

的かつ快適に利用するため、地域の脱炭素化を推進する目的で脱炭素コンサルティングを展開している。 

３．表彰の対

象となる活動

内容 

① 実施期間：2021年 10月～ 

② 対象者：法人 

③ 実施場所：鳥取県内 

④ 活動概要： 

・簡易省エネ診断サイトを開設 

・県内法人・自治体を対象に個別省エネ診断を無料で実施 

・自社事務所を『ＺＥＢ』※化し、ZEBモデルオフィスとして随時見学を受入 

  ※ＺＥＢとは、高断熱化や設備の高効率化による「省エネ」と太陽光発電等の「創エネ」により、年間のエネルギー収支を正味ゼロ 

に近づける建築物のこと 

  ・県中部では初となるエコチューニング®※事業者に認定 

※エコチューニングとは、建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用改善等を行うこと 

・エネルギー管理システム（BEMS）を自社開発し、オーダーメイド型で導入しやすいビジネスモデルを提案 

・北栄町脱炭素ロードマップ策定業務への協力 

・鳥取県より委嘱を受け、とっとり SDGs経営強化専門家派遣事業の環境マネジメント専門家として活動 

・グループ会社を通じて山陰両県でいち早く大規模太陽光発電所を設置運営するなど再生可能エネルギ 

ーの普及拡大に取り組み、国内最大級のソーラーシェアリング（営農型太陽光発電）などでは常緑キリンソ 

ウ、原木しいたけやドクダミを栽培することで、高齢者や障がい者雇用に繋げている 

４．表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

・自社事務所を『ＺＥＢ』化し、ZEBモデルオフィスとして随時見学を受入。 

県内でも導入事例の少ない ZEＢモデルオフィスを見学可能とした。新設と既存施設のどちらもの施工事例

を見ることができる 

・県内でソーラーシェアリングを普及・拡大することで、農業の収益性を高めて持続可能となる農業事業モデ

ルを自治体や学校・民間団体・企業に広く見学してもらっている。 

②ネットワーク 

・一般社団法人省エネルギーセンターの賛助会員になり、最新の省エネ手法や情報の収集。 

・公益社団法人全国ビルメンテナンス協会に設置されているエコチューニング推進センターと連携し、全国

水準のエコチューニング実施事例や分析結果の共有をしている。 

・NPO法人 ecoフューチャーとっとりや一般社団法人クラブ・ヴォーバンと協働して北栄町脱炭素ロードマッ

プ策定業務を実施。 

・鳥取県（商工労働部商工政策課）より委嘱を受け、とっとり SDGs 経営強化専門家派遣事業の環境マネジメ

ント専門家として複数の県内企業向けに省エネ診断や脱炭素コンサルティングを行い、県主催セミナーで自

社事例紹介をした。 

・公益財団法人鳥取県産業振興機構から同機構のカーボンニュートラルプロジェクトへの協力依頼があり、

プロジェクト参加企業向けに省エネ診断を実施（11月～実施予定） 

③包摂性 

・簡易省エネ診断サイトを開設 

オンライン上で、気軽に省エネ診断をすることができる。省エネの第一歩に活用いただきたい 

・無料省エネ診断の実施 

県内企業や自治体へ無料で省エネ診断を実施することにより、エネルギー使用量やCO2排出量を把握

することが出来る。また当社が省エネ診断書及び報告会でご提案する『（初期費用をかけない）運用改善に

よるムダなエネルギー消費の削減』に取り組むことが出来る。 

・新規事業による雇用拡大 

Ｉターン者、子育て世代の新規雇用 



④統合性 

・脱炭素化への取り組みは地球規模での課題であり、昨年197の国と地域が参加し開催されたCOP26（国連 

気候変動枠組条約第 26回締約国会議）では、岸田首相が 『 我々が気候変動問題に向き合う時、誰一人

取り残されることがあってはならない 』 とスピーチした。 

・また IPCC（国連気候変動に関する政府間パネル）が 2021年に発表した第６次報告書では『人間活動が大

気・海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない』と断定的な表現をして、『気温上昇をあるレ

ベルで止めるためにはCO2累積排出量を制限し、少なくとも正味ゼロ排出を達成し、他の温室効果ガスも大

幅に削減する必要がある』としている。 

・そうした中で脱炭素化への取り組みは「経費の増加」だと考えて、地方では着手していない企業がまだまだ

多い。 

・我々の取り組みはコストをかけずに省エネ活動を進めることを可能とするものであり、温室効果ガスの排出

量を段階的に減らす移行期（トランジション）へ県内企業を誘導し、それにより企業の経費削減（年間数百万

／社の削減実績あり）に寄与する。 

・北栄町脱炭素ロードマップ策定を技術的に支援することで人口が減少しても持続可能な地方都市計画を実

現可能なものとし、地域社会がサーキュラーエコノミー（循環型経済）へ変革していく一助を担っている。 

⑤継続性 
・エコソリューション事業部という専門部署を設立し、中期的な部署事業計画に基づいて活動している。 

・人材の育成に力を入れており、省エネ・創エネのプロフェッショナル人材を拡充している。 

ＳＤＧｓの目標達成へ貢献できるよう①わたしたちのエネルギーと技術で地域へ貢献する取り組み②太陽光発電と農業を行う

ソーラーシェアリングの取り組み③社員一人ひとりが環境にやさしい人であること④多様性を認め合い、みんなが活躍する職

場づくりを通して、「環境とひとの和」を大切に、日々企業活動を行っています。 

また地域の児童・生徒・学生への環境教育を行い、持続可能なまちづくりを目指し、質の高い教育がみんなへ届くように活動し

ています。 

 



応募者 株式会社 美染 

１．活動名 
お客様も参加！廃棄アルミ製カラーチューブをリデュース&リサイクルでとっとりのこども達に本を

寄付 

５．表彰の対象とな

る活動の目的 

美容室からできる『サステナブルなサイクル』を作り、地域や身の回りからできる SDGsを発信していく 

６．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 

（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

① 実施期間 令和2年12月から現在 

② 対象者、参加人数 お客様全員 

③ 実施場所 美染全店 

④ 活動概要 アルミチューブのリデュース、リサイクル理美容業界で出る事業用ゴミを減らし、     

リサイクルをする循環を作りサロンが取り組むべきSDGsアクション。 

表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

理美容業界の事業用ゴミであるカラーの薬剤が入っているチューブはアルミ製で、アルミチューブはリサイクル可

能である。一方で、リサイクルできるという事を知らない事業者は多く、ゴミとして廃棄しているところがほとんどだと

思われる。 

 アルミチューブを回収しゴミを削減、リデュース＆リサイクル、収益金を寄付しサロンの SDGs として活動を伝え、

本活動を周知する事でアルミ製の廃物の削減リデュース＆リサイクルを多くの仲間に伝えていきます。 

②ネットワーク 
（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

アルミチューブを回収、買取してくれる斧谷晴一商店 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

活動の主体は子供たちに向けたものを中心としている。子供たちはそれぞれ生活している環境が異なっていま

す、このような中で少しでも多様な経験が出来るようなお手伝いをしたいと考えています。私たちが出来る事はま

だ微力で、子供たちが成長していく中でごく一部ですが、どの子も自分の将来を自分で選ぶ選択ができる知識や

経験を持つチャンスがある環境の手助けになるよう取り組みを継続していきます。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

ゴミとして廃棄していたカラー剤のアルミチューブを回収して貰う事でゴミを削減。回収業者はアルミのリサイクル

で収益がわずかですが上がる。美染はアルミの回収で得た収益金で SDGsの本をこども学園に寄贈、今年はこど

も食堂へ寄付予定。地域の子供たちが安心して暮らせる環境作りのお手伝いしていきます。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

引き続きリサイクルを継続、収益金は鳥取の地元の子供たちや地域の為に活用。活動を知ってもらえるよう出来る

範囲でじっくり取り組み、仲間を増やし寄付金額を上げられるよう取り組んでいきます。 

その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

 

理美容業界の事業用ゴミ問題の解決、リデュース＆リサイクルで美容業もそれ以外の業種でもゴミだと思っていいた物がリサイクル

出来る事を知り取り組める活動 

 



応募者 流通株式会社 

１．活動名 「TEAM流通の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～」 

５．表彰の対象と

なる活動の目的 

ランドセル回収・寄付活動「ランドセル FOR ALL」をきっかけとして、全社で取り組む SDGs プロジ

ェクト「TEAM流通の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～」の活動している。 

会社全体が無理なく SDGs 活動に取り組める体制をつくり、企業の経済活動として自然なかたちで事

業全体が SDGs的になるようにしていく。 

６．表彰の対象と

なる活動内容 

（① 施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

【TEAM流通の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～】 

① 2022年 1月より毎月実施／②対象：全社員・ミーティングは 20名参加／③流通㈱／ 

④どんな小さなことでもいいので、各部署で毎月 SDGsの 17項目のどれかに当てはまる新しいルール

や改善点を自主的に決定。毎月 17日を原則に行う社内プレゼンでその取り組みを発表。その活動を社内

報の SDGs専用ページにまとめ、同じ内容をホームページでも公開し、社内外に取組を効率よく PRする。

さらに社内 SDGsアワードを新設し、最も優れた改善に対して、毎年 1月と 6月に行う全社行事におい

てアワードを贈る。 

【ランドセルプロジェクト】 

① 実施期間：2020年 9月から現在に至るまで、通年で開催。 

② 対象：社内ランドセルプロジェクト実施メンバー：4名/地元協力企業・団体 

③ 流通の 4拠点と地元企業に協力してもらい、ランドセル回収BOXを構え回収・保管。 

④ 使わなくなったランドセルをみなさんに寄付していただき、メンテナンスしたのちに、次の世代にバトンを

繋ぐもの。12月に山陰在住の外国籍の方を中心に譲渡。加えて、協力団体から寄付先を募り、寄付。初

年度 200個、2年目 130個、3年目現在 100個累計で 230個の寄付を受付 

表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

自社内や地域への波及効果も 3 年前に発足したランドセルプロジェクトを当社が SDGs に取り組むきっかけとし

た。初年度は社内でも一部のメンバーが関わるものだったが、次年度には全部署が関わる取り組みとして展開。3

年目には、ランドセルプロジェクトにだけではなく、全部署が自発的に SDGsに取り組む仕組みとして「TEAM流通

の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～」を展開し、日進月歩でとりくんでいる。 

② ネットワー

ク 

【TEAM 流通の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～】月一の取り組みの一巻で、「エコキャップや古着の回収でワクチ

ン」に取り組んでいる。その際、山陰合同銀行様に寄付をさせていただいている。 

【ランドセルプロジェクト】：鳥取県内の 4つ教育委員会様よりご後援をいただいた。回収BOXの設置場所として、

地元企業様 4箇所に設置の協力いただいた。 

国際交流財団様や鳥取県交流推進課様・キッズドア様などに譲渡先への橋渡しをしていただいた。さらに、熊本

の災害団体ネットワークなどからも寄付をいただいた。 

③ 包摂性 

【TEAM流通の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～】全社員での取り組みであり、一部のスタッフだけでなく全体で行

う活動とした。スタッフ自ら活動を選択し、実施。半年に 1回、各部署の SDGs活動を表彰し、より積極的に関わる

土壌づくりのきっかけづくりとしている。 

【ランドセルプロジェクト】山陰の地元の方から外国籍の方へ向けた活動だが、希望あれば全国の日本籍の方にも

譲渡をさせていただいている。※生活困窮家庭への支援団体を通じ寄付を行う。 

⑤ 統合性 

地域社会における当社の持続可能性を高めるために行う活動の重要性を認識しており、全世界規模の取

り組みである SDGs は、必然的に自社にとっても重要な活動であると位置づけている。2030 年に向けて、

会社全体が経済活動を行う企業として自然に無理なく継続できる SDGs活動にこだわり、最終的には当社の

事業自体が SDGs的と言われるような体制の構築を目指します。 

⑥ 継続性 

【TEAM流通の SDGs～各部署で毎月一歩ずつ～】プロジェクト開始時に経営者から、会社の活動としての重要

性を全社員へ向けて教示。加えて、各部署に「SDGs推進委員」をもうけ、月 1の報告ミーティング時には所

属長と推進委員の出席をマストとした。報告会のスケジュールを 1年分会社スケジュールに落とし込み、必

ず実施できるようにした。 

【ランドセルプロジェクト】多方面へ協力を仰ぎ、活動を行い、今年で3年目。初年度・2年目は期間限定で実

施したが、今年から通年で実施している。また、SDGｓ伝道師となり、SDGs自体の周知活動も行う。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

当社では事業ドメインを「地域密着サービス業」であると定義し、地域密着型のサービスであること、および、広義の人

材サービスであること、を提供サービスの共通項として、地域社会に欠かせない存在となるほどの企業を目指しています。

ゆえに、地域社会における当社の持続可能性を高めるために行う活動の重要性を認識しており、全世界規模の取り組みであ

る SDGsは、必然的に自社にとっても重要な活動であると位置づけます。 

 2030年に向けて、会社全体が自然に無理なく継続できる SDGs活動にこだわり、最終的には当社の事業自体が SDGs的と言

われるような体制の構築を目指します。 



応募者 株式会社アサヒメッキ 

１．活動名 限りある資源を大切にし、水素社会の実現へ貢献する 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

環境負荷を減らし、水資源を大切に使用する事に配慮しながら表面処理することで、企業のイメージアッ

プ、技術力のアピールを図る。 

リサイクル可能なステンレス素材を生かし、水素社会の実現への貢献と限りある資源を大切にするこ

と開発目標とし、オンリーワンの発色処理技術でデザイン性、耐久性を向上させ、新しいサービスと

して鳥取から世界へ普及させ、サステナビリティに貢献する。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

① 実施期間 令和 4年 5月～令和 6年 3月 

② 対象者・参加人数 10名 

③ 実施場所 株式会社アサヒメッキ鳥取工場内 

④ 活動概要 

・生産過程で発生する汚染水を再生水システムの稼働により、下水排水の減量化を実施し、メッ

キ処理後の雑排水を再利用可能にする。 

・サステナブル材料に貢献するステンレスを生かした表面技術、ステンレス鋼発色処理（オロル処理）の

事業拡大を目指す。ORORU®処理は、表面に無機質な酸化膜しか存在しないため、脱膜や分離、ろ過

が不要。処分時の工程減、コストを大幅に削減することができる。  

・水素サプライチェーンで水素供給、貯蔵設備には多くのステンレス材料が使用され、特に高圧ガス関

連に使用される材料はステンレスの中で最も高級な材料 SUS316Lが使用されており、安価な SUS材料

への転換が望まれます。その実現に向けて当社では安価なSUS材料への皮膜処理でその実現に向け

た一助になる開発を進めています。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

同業他社が持ちえない再生水システムの実現稼働により、再生利用が 20～２５％になり、高度な技術で再

生水を利用する技術のため、企業イメージのアップ、技術力のアピールにつながる。 

ステンレス発色技術は表面処理業界では同業他社が持ちえない技術であり、それを量産化実現し、事業化

したという大きな強みがある。各団体、企業がＳＤＧｓの取り組みを重要視する中でサステナビリティに貢献

する材料としてステンレスが注目されている。今後当社技術を組み合わせ販路拡大の機会が訪れる可能性

が大きい。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつ

ながり）について記載してください。） 
産総研水素関連コーディーネーター及び鳥取県産業技術センターの協力の下、取得した特許技術をベース
に ASME（アメリカ機械学会）での新技術学会発表を実施する。国内外の研究者や企業へ自社の技術をアピ
ールする。 
岩谷産業との連携で水素関連設備の現場トライテストを実施し、SUS材料への皮膜処理で実現化に向けた
動きを加速させる。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

ステンレス発色技術（オロル処理）を活かした技術革新と基盤事業拡大により、各分野への市場投入を達成さ
せ、雇用の拡大、障がい者雇用を促進する。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

ステンレスの発色技術はサステナブル材料のステンレスに色調豊かな付加価値を付ける事ができるため、あらゆ

る分野でさらに使いやすいような表面技術として環境配慮型商品・サービスを提供できるところが大きな訴求ポイ

ントになる。さらにこれらを行う表面処理工程で水資源を大切に使用する事に配慮しながら商品を製作するところ

も大きなアピールポイントになると考える。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

R6 まで水素バリア、抗菌・抗ウィルス表面技術用途開発を進め、販路開拓により、各分野への市場投入を達

成させる。またこれらの関連特許の取得を最低 2件達成させる。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

オンリーワンの発色技術を新しいサービス「ORORU」（国内特許及び国際特許取得）として世界に普及させ、持続可能なイノベーシ

ョンの促進を図る。 

次世代エネルギー水素に使用されるステンレス配管パイプ等への水素バリア膜の事業開発に取り組み、水素社会の実現へ貢

献する。 

 



応募者 有限会社 米澤自転車店 

１．活動名 アップサイクル事業、Green Cycle Project (GCP) 事業 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

 世界的に環境保護についての課題が増加している中で、弊社は自転車という環境負荷の低い商品を長年取り扱って

いたため、環境問題は非常に身近なものとして向き合ってきた。その一環として、廃材を利用したアップサイクル商品を

開発。それらを活用しながら、低環境負荷である「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」へシフトしていけるよう啓蒙活動

を行い、環境保護をすることを目的としている。また、弊社の活動は SDGs の達成目標 12「つくる責任 つかう責任」に該

当しており、これを達成するための啓蒙活動でもあると考えている。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

1，アップサイクル製品の開発・製造 （随時） 

 廃棄エアバッグを素材としたカバン、建材等に使用されていた廃棄木材製のアクセサリー類等 

2，多種多様な企業と連携し、低環境負荷な製品を企画しながらサーキュラーエコノミーを啓蒙していく Green Cycle 

Project(GCP)。鳥取市にて、プロジェクト参加者や JETRO の在外中（オランダ、モロッコ）有識者らと公開討論会を実施 

（2021 年 6 月から開始。討論会は 2021 年 10 月 19 日に開催） 

3，上記カバンやアクセサリーを利用した、地元サッカーチームであるガイナーレ鳥取とのコラボアップサイクルイベント 

（2022 年 7 月 30 日に開催） 

4，SDGs達成度ランキング世界上位のスウェーデンで定期的に開催されている展示会「Formex」への参加 （2022年8月

23 日～8 月 26 日に開催） 

5，サーキュラーエコノミー先進国のオランダに在住しているコーディネーター「Sunday’s Creation」からアドバイスを受け

ながらの現地視察 （随時 直近では 2022 年 8 月 27 日～8 月 31 日） 

6，上記で学んだことを地域情報誌にて発表掲載、啓蒙活動を継続 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

 日本国内においてサーキュラーエコノミーの概念はまだまだ浸透しておらず、事業に取り入れている企業はほとんどない。そ

のため、弊社の取り組みは革新的なものと言える。またＳＤＧｓの達成目標12との親和性も高く、モデルケースとしての役割も果

たすことができると考えている。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

 JETRO鳥取や現地在住のコーディネーターである「Sunday’s Creation」からのアドバイスを頂きながら、SDGｓに対しての意識

が高いヨーロッパ諸国を中心に海外展開を進めている。また、アップサイクル商品をツールに、海外企業や地元企業、県外の

企業とも連携を取り、今後発展できるようなパイプラインの形成を行っている。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

 現在主に生産しているアップサイクル商品はカバンやアクセサリー類で、これらは日常生活に違和感なく取り入れることがで

きるようデザインされている。無理なく楽しみながら低環境負荷に貢献できるよう企画している。また、同商品は海外でも反響が

あり、人種を問わない普遍性を備えている。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

 経済・社会・環境全ての分野において、大量生産・大量消費・廃棄物といった環境負荷の高い課題を抱えている。それに対

し、弊社の活動はサーキュラーエコノミーの啓蒙・実践、廃棄物の再利用等、徹底して低環境負荷となるように考慮し、進めて

いる。また、これらの活動 1 つ 1 つが相互に結びついており、事業の度、様々な PR を行うことができる。その結果、問題提起と

その解決策の例を提示しやすい状況を作れていると考えている。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

 自転車店が企画・製造したお酒（GCP）、海外での展示会に出展（Formex）等、強い話題性や意外性、エピソードによるブラン

ド力の強化によって、弊社に興味を持ってもらうように努めている。これによって結ぶことのできた縁が更なる話題性やブランド

力を作り、また縁を結ぶことができる。結果として環境保護に繋がる活動が自ずと続くようになると考えている。今後も商品の開

発、また商品に関連するイベントの開催や、現地視察を含め、商品に適合する展示会への出展等を計画している。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

 Formex への出展を挙げている理由について。Formex はただ単に様々なアイテムの展示会というだけでなく、サステナビリティアワードを設ける

等、サステナブルでエコな商材、製法であるかどうか、またそれがデザイナーの力を最大限に発揮できているファッショナブルで洗練されたアイテ

ムであるかどうかが問われる場でもある。この場に強い影響力を持ったバイヤー、輸入業者、デザイナー、プロデューサー、そしてインテリアデザイ

ンとギフト業界全体のメディアが集まり、世界最先端のトレンドを作っている。また、Formexは新しい試みとして、メンズをターゲットにした商材にも力

を入れている。近年は男性も女性に負けないくらい買い物を楽しんでいる。具体的には、スキンケアやヘアケアに気を使い、身綺麗にした男性が

増えている。インテリア界にも、そのような男性をターゲットにした商品が増えている。スウェーデンには男女区別をなくそうという強い動きがあり、男

性だけでなく、女性も、そしてどちらでもない人も楽しむことが大切という考え方に基づき、ジェンダーレスの理念を積極的に取り入れている。これら

のことから、スウェーデンでの展示会出展は SDGｓに関する活動だと考えている。 



応募者 三光株式会社 

１．活動名 工場の未利用エネルギーを活用した海藻などの陸上養殖で、CO₂削減へ 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

今までは捨ててしまっていた未利用エネルギーを活用したいという目的からサーマルリサイクルの一環であ

る陸上養殖に取り組み、効率的に排熱エネルギーを回収できるように蒸気発電機を導入し、工場内の電力

供給を行ったり、排熱を回収利用して乾燥機の熱源として活用するなど、余すことなくエネルギーを利用出

来るよう取り組んでいます。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

①実施期間：2007年～2022年現在（約 15年） 

②対象者：2名、参加人数：6名 

③実施場所：三光株式会社 ウェストバイオマス工場/潮見工場/江島工場、中海(島根県東部～鳥取県西

部)など 

④活動概要：弊社では、廃棄物を焼却処理する際に発生する未利用エネルギーを活用したいという目的か

らサーマルリサイクルの取組の 1つとして発電(自家消費)と熱利用(廃棄物の乾燥と海産物の陸上養殖)を行

っています。工場で廃棄物を焼却処理する際に発生する熱エネルギーを蒸気に変換して発電を行って、工

場内に電力供給したり、また隣接工場において汚泥の乾燥機の熱源に使用しています。陸上養殖では【ハ

イブリッド式閉鎖循環型陸上養殖】を導入し、発電や乾燥機の熱源利用後に残った熱エネルギーを更に陸

上養殖で使用する海水を温める熱源として利用しています。 

また、弊社の養殖物の 1つである海ぷち(フサイワヅタ:海ぶどうの一種)は、山陰近海に生息している海藻の

一種で、陸上の森林の木々と同様に CO₂を回収し、O₂を放出します。そのため、この取組自体が広義にお

いて脱炭素社会の推進に繋がるとして取り組んでいます。 

４．表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

弊社では工場排熱を発電に利用するだけではなく、陸上養殖にも利用しています。 

【ハイブリッド式閉鎖循環型陸上養殖】を導入し、電気ヒーターではなく熱エネルギーを利用して海水を温めることによって、買

電量削減によるコストダウンのみならず、火力発電由来の温室効果ガスの削減に貢献できると考えています。そして、日本海に

面した土地を活かして海水を汲み上げ、排熱で温めて養殖いけすに取り入れています。この海水を温めるために使用した蒸

気も最終的にはまたボイラー水へと戻り、熱エネルギーの循環利用を実現しています。このようにサーマルリサイクルの一環と

しても、積極的に取り組んでいます。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載してください。） 

陸上養殖事業全体としては、中海に生息しているゴズ(マハゼ)の稚魚調査を鳥取県水産試験場と境港総合技術高等学校との

3者合同で実施するなど、産官学連携にて取り組んでおります。(2022年は悪天候により中止) 

また、海ぷちの養殖も研究段階ではありますが、鳥取県栽培漁業センターと情報共有しながら、効率的に育てるために日々研

究を進めています。地元高等学校からの養殖場の見学受入や、『スーパー農林水産業士』の取得を目指す生徒さんの陸上養

殖上における職業体験受入を行うなど、教育機関との連携を積極的に推進しています。また、ウニの試験養殖では、近隣農業

者に協力頂いて廃棄予定のキャベツをエサとして与えるなど、地域とのつながりを深めています。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれていることなどにつ

いて記載してください。） 

海ぷちの排熱利用陸上養殖は、陸上の森林保全活動と同様に CO₂の吸収と O₂の放出が行われるため、取組自体を推進する

事が地球環境の保全に繋がり、地球環境改善に貢献すると考えております。また、海ぷちの一般販売が開始すると、お子様か

ら大人の方まで誰もが手に取り、気軽に食べていただく事が出来るため、誰でも《ジブンゴト化》しやすく、SDGs の推進に繋が

ると期待しています。更に、近隣地域の教育機関を中心とした環境学習を提供する【出前授業】や【工場見学】も実施しており、

各方面での環境保全活動や、地域貢献に取り組んでいます。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点について記載してくだ
さい。） 

海ぷちの水槽にキジハタの水槽で使用した海水と汲み上げた海水を混合して水温を調整し、利用することによって、養殖排水

の中の CO₂と有機物を海ぷちに吸収させ再利用しています。海ぷちは山陰近海に自生している海藻の為、一般販売を進める

事で地産地消の推進を図ることが出来る上、地域の特産品として販売促進を目指す事で観光業への寄与や養殖事業の拡大

は雇用創出に繋がり、地域社会や持続可能な社会づくりに貢献できると考えています。また、陸上養殖場における作業の一部

を特定子会社である『サンライズさんこう』のスタッフが行っており、多様な人材の活躍の場としての職場づくりにも励んでいま

す。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載してください。） 

陸上養殖事業には既に約15年程度取り組んでおり、一度撤退を経験するなど何度も試行錯誤しながらも、現在は『ハイブリッド

式閉鎖循環型陸上養殖』の導入によって、コスト削減や新鮮な海水を取り入れる事が可能となり、現在は 4種の海産物《海ぷち

(フサイワヅタ)、キジハタ、ゴズ(マハゼ)、ウニ》の養殖(試験養殖を含む)に取り組んでいます。 

また、海ぷちの陸上養殖を行う中で、LEDライトを用いた海藻が育つ特殊な光を試験導入したり、大気中のCO₂をより効率的に

回収する技術の取り入れを検討するなどと、CO₂削減に務めています。 

その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

団体概要：弊社は「ECO で未来を創造する総合環境企業」として廃棄物の収集運搬・処理やリサイクルを中心に事業活動を展開しており、創立 50

年を迎えました。更に「地球環境保護活動」を環境基本理念として脱炭素社会の実現に向けたエネルギーマネジメントに尽力しており、排熱エネル

ギーを利用した陸上養殖や発電などのサーマルリサイクルにも積極的に取り組み、地域循環共生圏の創出を目指しています。 



応募者 鳥取ブルーバーズ 

１．活動名 鳥取ブルーバーズSDGsプロジェクト supported by venaenergy 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

鳥取県内の小学生・中学生を対象とした SDGs教育のコンテンツ創出 地元企業間との交流・パートナ
ーシップの創出 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 

（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

①2021年 12月 5日 鳥取ブルーバーズ SDGsプロジェクト in 南部町 

2022年 9月 25日 鳥取ブルーバーズ SDGsプロジェクト in 伯耆町 

2022年 11月 23日(開催予定) 鳥取ブルーバーズ SDGsプロジェクト in 鳥取市 

②南部町(県西部の小中校生及び保護者) 60人 

伯耆町(県西部の小中校生及び保護者) 100人 

鳥取市(県東部の小中校生及び保護者,一般の方) 100人(見込) 

③南部町 ふるさと交流センター(鳥取県西伯郡南部町福成１４５２－１) 

伯耆町 町民溝口体育館(鳥取県西伯郡伯耆町大原 1006-3) 

鳥取市 SANDBOX TOTTORI (鳥取県鳥取市浜坂 1390-224) 

④テーマは【スポーツ×SDGs】 

小・中学生を対象にした 3x3バスケットボール大会を開催。プロの選手と交流の機会も用意。 

SDGs推進に取り組む企業様と連携し、鳥取の環境について楽しみながら学ぶことが出来るコンテン

ツを提供している。 

４.表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

・県内企業とパートナーシップ協定を結ぶことで、単体では実現できなかった企画が実施できている。連携

する企業が増えれば増えるほど、良いコンテンツが生まれている。 

また、関連企業にも新規顧客開拓や販路の拡大等につながっている。 

その他にも、 

・鳥取ブルーバーズを通じた SDGsセミナーの開催 

・ブルーバーズ選手によるバスケットボール教室の開催をすることで質の高い教育の提供 

・学生インターンシップの受け入れにより、社会経験の機会を提供 

・地産地消の推進をするために、ワークショップの開催(地産地消野菜を使ったピザ作り教室) 

②ネットワーク 
（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつ

ながり）について記載してください。） 
県内企業とパートナーシップ協定を結ぶことで、SDGsに取り組む企業を増やし、波及範囲を広げる 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

・鳥取県全域で 3x3の屋外イベントを企業と連携して開催し、SDGsの 17の目標に取り組む 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

・まだ SDGs への取り組みが進んでいない企業とパートナーシップを結び、 活動をすることで、企業内

SDGsの促進につながる 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

企業様より協賛費として活動の支援をいただき実施している。 

地域の企業と連携しながら、各市町村で開催していく予定である。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

 

地元の高等学校の授業やインターンなどで、一緒に企画を作るなど学生がプロスポーツチームの運営に関わっている。 

チームワークの向上、地域への愛着醸成に役立っている。 

 



応募者 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  鳥取支店 

１．活動名 損害保険会社ならではの「安全・安心な鳥取県づくり」に向けた取組 

２．表彰の対象とな

る活動の目的 

鳥取県との「地方創生に関する包括連携協定」（2017年 10月）にも基づき「交通安全」や「災害リスク」・

「サイバーリスク」等様々な「リスク」に対しての「防災・減災」活動を実施することで「安全・安心」な鳥取

県づくりを目指す。 

３．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（①実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

（１）「楽しく学ぼう交通安全教室」開催：①2022年4月②一般顧客（主に小学生とその家族）約220名③鳥取

トヨペット本店 ④自転車シミュレーター体験（県警）・リフレクター（反射材）作成（当社）等自治体・県警・各

企業様とも共同で開催。交通安全の意識向上と自転車乗車時のヘルメット着用を推進。 

（２）安全運転エコドライブ開催：①2023年 1月②県内の企業・団体に所属される方・500名 

③県内で開催（県庁と共催予定）④主にマイカー運転時、専用車載器を使用し運転スコアで競って頂き

安全運転・エコドライブを推進。合わせて取得した走行データを活用し、「交通安全ＭＡＰ（データ）」や

「路面状況把握システム」(2022年 11月トライアル開始。)「ＥＢＰＭ支援サービス」等へも活用。（一部予

定）。 

（３）水災発生時の「罹災証明申請サポート」取組開始：①②倉吉市（2022年 7月・米子市（2022年 11月）③

各市役所で覚書・協定締結④水害発生時に当社火災保険契約者の「罹災証明申請サポート」と「ドローン

で撮影した画像・映像を自治体へ提供」することで住民の方々の災害からの早期復旧を支援する。 

  合わせて「リアルタイム被害予測ウェブサイト・アプリ=cmap（シーマップ）」の一般無償提供も実施。 

４．表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

（１）についてＳＤＧｓのゴール 17 にもある「パートナーシップ」も視野にそれぞれの「強み」「特徴」を活かし来

場者に「楽しく」交通安全への意識を高めて頂けた。参加者も 200 名を超えた。（２）（３）については県内では

業界でも初の取組。「CSV×DX」（※1）をキーワードにデジタル技術も活用。 

②ネットワー

ク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載して

ください。） 

特に（１）の取組については県庁・県警・ディーラー・ＪＡＦ等と共同で開催。子育て家族支援団体ＴｏｔｔｒｉＭａｍ

ａ‘ｓ様からも広く発信。（２）は地域企業・団体様を幅広く巻き込んでの取組。（３）は自治体様との地方創生に

関する連携協定取組の一環 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

全取組について対象者を絞ることなく開催。交通事故を起こさない。合わせない。万が一水害（自然災害）に

あった際に自治体と連携し早期復旧を支援することで「取り残されることがないよう」な取組を実施。 

 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

（１）（２）交通安全・事故低減を実現。事故頻度が減少。交通事故被害者を減らす。自動車修理・廃車の減少

及びエコドライブで CO2排出量削減へも貢献。DXも活用し走行データ活用により各種交通・道路政策立案

等への貢献。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載し

てください。） 

（１）（２）2020年度より取組継続中。春・夏・秋・年末の「交通安全運動期間」に合わせて開催。コロナ感染拡大

により開催を断念したケースも多々あるが継続した取組を意識し活動。常に県警等の支援も頂き活動。（３）

は今年度からの取組ですが、倉吉市（本年 7月）は全国で 4例目。中国地域初。（当社内） 

交通安全イベント 6回開催。（コロナにより１回）。コンテストは 2020年 12月～2021年 1月で一度開催。 
その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

当社は「地域密着」をスローガンに掲げ、現在「CSV×DX」＝「Creating Shared Value（社会との共通価値創造）」、

「DX（データ・デジタル技術を活用し価値提供を変革させること）」（※1）活動を実施。保険会社ならではのノウハウやデ

ータ・デジタルを活用し地域の様々な課題解決に向け取り組んでいます。リスク対策（交通・自然災害・サイバー犯罪

等）だけではなく多様性も意識した「車いすバスケットの講演・体験会」の開催や NPO 等の団体の活動を支援する助成

プログラムや寄附活動も実施しています。 



応募者 学校法人かいけ幼稚園  

１．活動名 リサイクルランド（資源ごみ回収&学用品寄付） 

５．表彰の対象とな

る活動の目的 

・ごみの分別やリサイクルを、子どもたちにとってより身近なものにする。ゴミが分別されていないことに

違和感を感じられる子どもを育てる。 

・親子でゴミの問題や SDGsについて考える機会に繋げる。 

・リサイクルの過程で得た利益(ポイント等)を活用して、開発途上国へ文房具の寄付を行う。そうするこ

とによって、世界の問題を解決するために自分にも出来る事があると子どもたちに気付いてもらう。 

６．表彰の対象とな

る活動内容 

（表彰の対象となる活動であることを確認して、チェックしてください。） 
（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

① 2021年 10月～現在まで 

② 学校法人かいけ幼稚園の園児及び学童利用児とその家族、職員、その他法人の関係者 

③ 認定こども園かいけ心正こども園駐車場 

④  本園では日ごろから海岸清掃を行っており、ゴミ問題への意識が高まっている。その中で、そもそもどうして

海にごみがあるのかという疑問から、ゴミの始末・分別について考える機会を設けたいと考え、このリサイクル

ランドの活動を始めた。古くなった園バス(ライオン型)を改装し、リサイクルステーションとして運用している。ペ

ットボトル、アルミ缶、スチール缶、古紙、ペットボトルキャップの回収を行っている。曜日や時間帯に制限なく

回収を行っているため、分別やリサイクルに対するハードルが下がり、登降園の際に親子で楽しく分別をする

ことが出来ており、ゴミを捨てる時には、然るべき方法で然るべき場所に始末することが当たり前にできる子ど

もたちが育ちつつある。 

回収した資源ごみについては、古紙ランドやイオンに持ち込みを行い、現金やポイントに変換している。令

和３年度はその利益を使用し、開発途上国へ文房具の寄付を行った。また、園児に、世界には学校に通えず

困っている子どもがいる事を伝え、途上国の子どもたちへ向けたメッセージカードを作成し寄付に同封するこ

とで、自分たちの行動が、世界の問題の解決に繋がっていることを実感できるようにした。 

表彰の対象となる活動の自己評価 

①モデル性 

（６に記載の活動において、特に他の団体等の模範となるような工夫などについて記載してください。） 

・リサイクルステーションそのものも、古くなった園バスの車両を改装して使用しているため、資源の有効活用となっている。 

・園児や学童利用児のみでなく、保護者も巻き込んだ活動であるため、園発信で各家庭へ SDGsの考え方や大切さを広げるこ

とが出来ている。 

・リサイクルを行うに留まらず、その利益を利用して開発途上国への寄付を行っている。また、子どもたち自身がより達成感やや

りがいを感じられるよう、メッセージカードを作成したり、園児へ寄付と同額の SDGs関連 絵本を贈呈したりしている。 

②ネットワーク 

（６に記載の活動の効果を高めるために活用した、又は新たに構築したネットワーク（個人・団体とのつながり）について記載し

てください。） 

・大成商事の古紙ランドやイオンと連携を図り、リサイクルを行っている。 

・法人に関わる企業に活動の概要や成果を説明し、活動に賛同していただける場合には、協賛企業としてバス車内に名刺を

張っていただいている。 

・公益財団法人 ジョイセフ様の学用品寄付の活動に参加し、令和３年度は約３万円分の文房具の寄付を行った。 

③包摂性 

（６に記載の活動において、「誰一人取り残さない」の理念に則った取組であることや、多様性という視点が活動に盛り込まれて

いることなどについて記載してください。） 

・家族の協力が必須となる活動のため、子どもたちだけでなく、家族を巻き込み、一緒に SDGｓの問題に向き合う機会を提供す

ることが出来ている。 

・単にリサイクルをするだけでは、国内での資源の活用のみで完結してしまうところを、その利益を活用して開発途上国へ文房

具の寄付を行うことで、国外の問題にも繋がりを持たせている。 

④統合性 

（６に記載の活動において、経済・社会・環境の分野における関連課題との相互関連性・相乗効果や、統合的解決の視点につ

いて記載してください。） 

・リサイクルの利益を使用して開発途上国へ文房具の寄付を行うことで、12番や14番・15番の環境に関わる問題の解決だけで

なく、４番や１６番の平等性や教育の問題にも関連した活動となっている。 

⑤継続性 

（６に記載の活動において、活動を継続していくために努力している点（例：財源の確保など）、及び今後の計画について記載

してください。） 

・管理員が毎日車内を確認し、適切に分別が行われているかチェックしている。問題が発生した際には、保護者へフィードバッ

クを行い、改善していただくよう努めている。 

・取り組みの進捗状況や、利益の活用実績などについて、保護者連絡アプリやＳＮＳ等でお知らせをすることで、活動の成果を

見える化し、継続的な利用への意識を高めている。 

その他、６に記載の活動又は運営主体の特徴、取組のＰＲ等を記載してください。 

 本園では、SDGs推進活動を「じぶんごとぷろじぇくと」と題し、子どもも大人も関係なく、一人ひとりが世界の問題を自分事として考える事を目指し、

様々な活動を行っている。活動を計画するにあたり、最も大切にしていることは「ワクワク」。SDGs をやらされていること・やらなければならないことと

して位置付けるのではなく、“楽しいからやりたい”“こんな世界にしてみたい、その為にやってみたい”という思いを中心に活動できるよう心掛けて

いる。 

今回応募するリサイクルランドの活動も、ライオン型の旧園バスを利用することで、かわいいバスに乗れるという“ワクワクポイント”を作った。さら

に、分別をゲーム感覚で楽しめるよう、回収ボックスを色分けしたり、子どもたちと作成した看板を掲示したりした。何事も、楽しくなければ続かない

という思いで計画を立てている。 
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応募者 株式会社兎ッ兎 

１．活動名 女性も輝く持続可能なワイナリー経営 

５．表彰の対象

となる活動の目

的 

【ワイン造り】①長期の計画でワイン醸造・ぶどう栽培をすることにより良質なワイン・ぶどうを生産するため 

②地域コミュニティを様々な角度で支援することで、農業や製造の要素を含むワイナリーが持

続可能な経営を進めていくため 

【女性活躍推進】①少数精鋭で事業活動を行ううえで、性差なく活躍の領域を平等かつ公平に保証するこ

とで、女性社員の個の能力を最大限にひきだすため。またそれは全社員の可能性を

広げることに繋がるため。 

②各々の仕事の充実は、人生を豊かにする手段のひとつであり、自己実現を育める職場

環境を提供し続ける責務を果たすため。 

６．表彰の対象

と な る 活動内

容 

（① 実施期間、②対象者・参加人数、③実施場所、④活動概要などを記載してください。） 

【ワイン造り】  

①2007 年～現在 

②従業員 5 名 

③兎ッ兎ワイナリー周辺地域 

④耕作放棄地・担い手のいない農地の利活用 

麻生地域周辺において農家の離農・後継者不足に伴い、農地の担い手が減っている現状がある。私た

ちがぶどう畑としてそのような農地を活用することで、農地の放棄を防ぐことができる。 

広げた土地において、ただぶどうを栽培するだけではなく、地球温暖化に適応することを目指したワイン

用ぶどう新品種の栽培研究、化学肥料や農薬に依存しない栽培体系の構築に取り組むことで、その広げ

た農地をより長く効果的に利用できる。 

【女性活躍推進】  

①2019 年～現在 

②当社女性社員（正社員、パート）2 名 

③株式会社兎ッ兎 

④「ぶどうとワイン造りを通して夢と未来を創造する」という経営理念のもと、当該活動のために SDGs 社会

2.3.5.6.7 経済 5.10 を中心に取り組んだ。ぶどう品種それぞれに個性があるように、単に農作業や製造

を行う労力ではなく、働く人たちすべてが性差なく自己実現を目指せるように心のケアと制度の確立によ

って支援をしている。お互いを支え合って未来を育む少数精鋭でありたいと取り組んでいる。 

表彰の対象となる活動の自己評価 

① モ デ

ル性 

＜ワイン造り＞ 

ワイン醸造に必要な原材料であるぶどう生産、そして製造されたワインの販売など、生産・加工・販売の一連の

流れを一つの経営体が行うことで、高付加価値がついた製品の販売をすることができる点。また、地域に産業

や社会活動など様々なメリットを創出できる。今回の取り組みでは、既存の農地で生産されるものに付加価値を

つけ、商品化・ブランド化につなげた点である。 

＜女性活躍推進＞  

女性経営者ならではのきめ細やかな配慮とそれに基づく具体的な就労規則全面改訂。前職の経験を活かし、

コーチングを中心とした「心理的安全な職場づくり」への取り組み。 

②ネットワ

ーク 

＜ワイン造り＞ 

地域農家とのコミュニケーションによる情報収集、また農地の受託。農地集積に関する行政(鳥取市・鳥取県)と

の連携(補助金による支援・情報収集等)。京都のぶどう栽培農家との連携による新品種開発・研究。 

＜女性活躍推進＞ 

当社の課題感のみならず社会における課題感を共有し、助言を受け行動化につなげるために、顧問社労士

（女性）、顧問税理士(女性)、鳥取県職員 OG と連携している。また、当該活動の具体的活動の一つとして、鳥取

県施策を活用し「鳥取県男女共同参画認定企業」を目指し、鳥取県令和新時代創造本部女性活躍推進課と連

携を密にして指導を受けている。PSGs 宣言企業として県内外の企業の取り組みから学びを得ている。 

③包摂性 

＜ワイン造り＞ 

私たちが麻生地域でぶどう栽培等を含めたワイナリー経営を続けることで、地域住民の方々と様々な接点を作

ることができる。一人暮らしの高齢者も多くいる麻生地域の住民と、密接な関係性を築くことで地域社会の維持・

発展につながり、ワイナリー経営が地域社会を支える土台となることができる。 

＜女性活躍推進＞ 



※2 ページ目があります。 

 

女性社員の活躍推進は、社員全員の活躍を推進すること捉え、社員の相互理解と協力体制が不可欠と考える。

そのために、全社員の心情把握のため月 1 回以上の OneOnOne コーチングの機会を設定している。また定年

を迎えた女性社員の「死ぬまでここで働きたい」という希望に沿って再雇用し、加齢に伴う労働内容の配慮を行

うと思に、全社員に対し労働作業それぞれの意味するものを意図的に伝えている。 

④統合性 

＜ワイン造り＞ 

【経済】農地を増やし、製造量を増やすことで、ワイナリーはより収入を獲得し、さらに農地を増やせる 

【社会】ワイナリーの経営が続くことで、麻生地区のコミュニティを維持・発展できる 

【環境】耕作放棄地等を利活用することで、農地や周辺生態系の保全に貢献できる 

＜女性活躍推進＞ 

鳥取県施策の一つである「鳥取県男女共同参画認定企業」を目指し活動してきた。ハラスメント防止に関するチ

ラシの作成、鳥取県家庭教育推進協力企業制度協定の締結、イクボスファミボス宣言書、就業規則の全面改訂

をすでに完了し、12月23日に行われる「鳥取県男女共同参画推進企業認定審査会」にて審査を受けるところま

できた。 

① 継 続

性 

＜ワイン造り＞ 

【努力点】ワイン販路の拡大(例.スーパーなど小売店、飲食店、ホテルなど)。前年度に比べ 10 軒以上増加。

また、市内飲食店と協力しワイン会を開くことで、消費者理解を深める機会を年数回設けている。 

【今後の計画】2022 年：1.6ha から 2023 年:2.0ha まで農地を拡大する。 

＜女性活躍推進＞ 

社員の成長を支援していくとともに、社員に対して貢献に見合う報酬制度の運用と継続的な教育プログラムの実

践、独自性のある体験機会の創造などを提供していく予定である。今期は、鳥取県の支援をうけて、

「FOODEX2023」への出展にチャレンジする。自社商品の PR や販売は当然ながら、業務でやりとりしているお

得意先や日本産酒類生産者、世界のワイナリーと直接触れる機会も提供することを企図した。 

＜ワイン造り＞ 

 『すべてはおいしいワインのために』をモットーに、弊社はぶどう栽培・ワイン醸造に取り組んでいる。農地を拡大すること

は、ぶどう栽培において様々なことにチャレンジできる環境が広がる。例えば、新品種の導入や栽培方法の研究など栽培に

関する知識や経験をより蓄えられる。すなわち、農地を拡大することでよりよいワインを造ることに繋がり、同時に耕作放棄地

等を利活用して地域環境を守ることになる。 

ワインの品質を高めるための取り組みが地域環境を守り、ワイナリー経営をより安定化させ、『持続可能なワイン造り』を可能

にする。 

＜女性活躍推進＞ 

 女性活躍推進の活動は、全社員一人一人の心情把握と心理的安全を実感できる職場づくりからという考えを基礎に取り組

んでいる。弊社の事業である、ぶどう栽培～ワイン醸造～販売という幅広い活躍ステージを有する6次産業において、自他と

もに認められる女性活躍推を実現できれば、より多くの人々の活躍推進の場となり得ると同時に地域全体への影響や、様々

な企業への波及効果も期待できると考え活動に取り組んでいる。 

 


